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市政最前線

　５月１９日に臨時市議会が開かれ、市議会議長に横井忠史さん、同副議長に則竹安郎さんが選出されました。

が決定市議会議長・副議長
１０３５２９５ ＩＤ 

就任のあいさつ
　市民の皆さまには、日頃から市議会に対しご

理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　私どもは５月１９日の臨時市議会において、図

らずも市議会議長ならびに副議長の要職に就任

しました。もとより微力ではありますが、職責の

重さを心に刻み、誠心誠意、職務に取り組んでま

いる所存であります。

　さて、今年に入って新型コロナウイルスによ

る感染症が急速な勢いで世界中に拡大し、３月

に世界保健機関（ＷＨＯ）がパンデミックと表明

するに至っています。

　そのような中、我が国においても、４月に緊急

事態宣言の対象地域を全都道府県に拡大し、小

中高校の一斉臨時休業や大規模イベントの自粛

要請などの対策を進めていますが、いまだ収束

する気配が見えず、国民生活や地域経済に多大

な影響を及ぼしています。

　市でもこの事態を重く受け止め、国や県によ

る経済対策だけでなく、市独自の対策を進めて

いますが、市議会といたしましても行政と共に

知恵を出し合い、一日も早い感染症の収束と、市

民の皆さまが平穏な生活を取り戻せるよう心か

ら願っています。

　また、議員一同、市議会がより身近に感じられ

るよう、開かれた議会を目指すとともに、議決機

関としての議会の役割を十分に発揮し、市勢発

展のために力を尽くしてまいります。

　皆さまには、一層のご支援とご協力を切にお

願い申し上げ、就任のあいさつといたします。

 令和２年５月１９日　　　　　　

　 一宮市議会　　　　　　　　

　　 議　長　　横　井　忠　史

　　 副議長　　則　竹　安　郎

議長の略歴
　７６代目の議長に新しく選出された横井忠史さんは昭和３３年２

月２４日生まれで６２歳。

　平成１５年５月１日、一宮市議会議員に初当選、現在５期目。

その間、副議長、監査委員、議会運営副委員長などの要職を歴任。

所属政党は無所属

▽住所＝萩原町　　▽職業＝農業

　８０代目の副議長に新しく選出された則竹安郎さんは昭和３０年

３月３日生まれで６５歳。

　平成１１年４月２６日、尾西市議会議員に初当選。合併後、一宮

市議会議員となり現在３期目。その間、監査委員、経済教育委

員長、建設水道委員長、厚生委員長、文教産業環境委員長など

の要職を歴任。所属政党は無所属

▽住所＝小信中島　　▽職業＝保険代理業

副議長の略歴
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　５月１９日に臨時市議会が開かれ、監査委員が選

任されました。また各常任委員会、議会運営委員

会の委員を決定するとともに、各委員会の正副委

員長が次のとおり互選されました。　　　（敬称略）

監査委員（２人)

島津秀典　　森ひとみ

総務委員会（１０人）　 　　　　　　　

▽委員長　京極扶美子

▽副委員長　東渕正人

▽委　員　尾関さとる　　鵜飼和司　　井上文男

　　　　　中村かずひと　八木丈之　　柴田雄二

　　　　　平松邦江　　　伊藤裕通

福祉健康委員会 （１０人）

▽委員長　渡部晃久

▽副委員長　河村弘保

▽委　員　木村健太　　小林けいめい　後藤美由紀

　　　　　島津秀典　　彦坂和子　　　則竹安郎

　　　　　髙木宏昌　　渡辺之良

経済教育委員会（９人） 

▽委員長　髙橋一

▽副委員長　長谷川八十

▽委　員　市川智明　　宇山祥子　　森ひとみ

　　　　　岡本将嗣　　花谷昌章　　横井忠史

　　　　　太田文人

建設水道委員会（９人）

▽委員長　水谷千恵子

▽副委員長　大津乃里予

▽委　員　本山廣次　　竹山聡　　　森利明

　　　　　西脇保廣　　浅井俊彦　　松井哲朗　　

　　　　　服部修寛

議会運営委員会（９人）

▽委員長　浅井俊彦

▽副委員長　髙木宏昌

▽委　員　鵜飼和司　　後藤美由紀　　長谷川八十

　　　　　水谷千恵子　中村かずひと　竹山聡

　　　　　岡本将嗣

監査委員（議会選出）、
常任・議会運営委員長が決定

ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を

決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。

　計画などは、市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西

・木曽川庁舎１階）で閲覧できます。

市民意見
提出制度

　第７次一宮市総合計画や愛知県広域緑地

計画などに即した、緑地の保全および緑化

の推進に関する将来像や目標、施策などを

定める計画です。

　素案への意見を募集したところ、７件の

意見がありました。

緑緑のの基基本本計計画画をを改改定定

１０３１８３５ ＩＤ 

【問】公園緑地課　（２８）８６３５

　第７次一宮市総合計画や「尾張都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針」などに

即した、市全体の都市の将来像と方向性を

示す方針です。

　素案への意見を募集したところ、３件の

意見がありました。

都都市市計計画画
ママススタターーププラランンをを改改定定

【問】都市計画課　（２８）８６３２

１０３１４５４ ＩＤ 

６６月月にに ６６月月にに
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政状況をお知らせします

【問】財政課　（２８）８９６０

　令和元年度は、放課後児童クラブの施設整備や対象学年の拡大など、子育て支援施策の

充実に意を用いました。前年度との比較では、幼児教育・保育の無償化開始の影響などに

より、歳出では民生費が増加しました。一方、歳入では市税が増加しており、いわゆるバ

ブル期を含めても過去最高水準の市税収入となっています。

１０１５ ０４４ ＩＤ 

財財
一般会計　令和元年度の収入・支出

（出納整理期間中の借り入れを含む）市債（借入金）の令和元年度末残高

（３月３１日時点の前年度比較）令和元年度　収入・支出の主な増減

（条例に基づく公表）

※１＝臨時財政対策債…国の地方交付税の財源不足分を市債で補うもので、返済額の全てが後年度の地方交付税で
　　　　　　　　　　　まかなわれる。地方交付税の代替的なもの

※２＝合　併　特　例　債…新市建設計画に基づく事業の財源にできる市債で、返済額の７０％は後年度の地方交付税で
　　　　　　　　　　　まかなわれる。一宮市では、令和２年度まで活用可能

１，０７２．８億円一 般 会 計

０．５億円特 別 会 計

１３４．１億円病 院 事 業 会 計

２２６．３億円水 道 事 業 会 計

７７８．８億円下 水 道 事 業 会 計

２，２１２．４億円合 計

※端数処理の関係で積み上げと合計は一致しません

▲

市民１人当たりの市債残高　…　５７．５万円

その他の市債（都市計画・教育など）

臨時財政対策債（※１）

合併特例債（※２）

１ ５３．９ 億円

６１２ ．９ 億円

３０６．０ 億円

（個人市民税・固定資産税など）収入 市税の増加 ４８７．２ 億円 →  ４９７．０ 億円      （＋９．８ 億円）

民生費の増加 ４３２．８ 億円 → ４４８．６ 億円　（＋１５．８ 億円）支出

　主な内訳をお知らせします。出納整理期間（令和元年度予算分の未収・未払いの整理期間）中の

収入・支出は含まれていないため、最終的な決算額とは異なります。

市民１人当たりでは２７．４万円を支出しています

（　）内は構成比

収　入 １， １１１．５億円

市　税 ４９７．０億円（４４．７％）
▼市民１人当たりの市税負担　…　１３．６万円

支　出 １，０５４．９億円

子育て支援、障害者福祉、生活保護など福祉の充実

民生費 ４４８．６億円（４２．５％）

病院・上下水道・国民健康保険・介護保険などへの支援、基金への積立金など

諸支出金 １６４．６億円（１５．６％）

９１．２億円（８．６％）市の借入金の返済公債費

ごみ処理・公衆衛生、道路・水路・公園の整備、消防・救急など

衛生費・土木費・消防費など ２６４．７億円（２５．２％）

小中学校、生涯学習、スポーツなど教育費 ８５．８億円（８．１％）
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市政最前線 ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】商工観光課　（８５）７４３６

一宮市緊急経済対策

【問】秘書課　（２８）８９５０

詳しい内容は、市ウェブサイト、市資料コー

ナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１

階）で議会交際費と併せて閲覧できます。

令和元年度の市長交際費
執行状況を お知 ら せ し ま す

金　額件　数

７９７，１７５円１６慶 弔 費

４０,５９２円５渉 外 費

２０,０００円１賛 助 費

　２６，０００円５諸 会 費

０円０雑 費

１００５５７５ ＩＤ 

▼ 項目ごとの支出状況 

▼

予算額 １， ９００， ０００円

支出額　 合計　 ８８３， ７６７円（２７件）

ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひととととととととととととととととととととととととととととととととととりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 特別定額給付特別定額給付金金

申請状況・振込日が確認できます

　特別定額給付金の一部業務を民間事業者

に委託しています。返信用封筒の宛先が

「株式会社近畿日本ツーリスト中部　名古

屋法人ＭＩＣＥ支店内」となっていますが、

詐欺などではありません。ご安心ください。

申請書の返送は、同封の返信用封筒で

【問】財政課　（８５）７４３４

　申請書に必要事項を記入し、本人確認書類・

振込口座の写しを同封の上、返送してください。

申請期限は８月３１日(月)(消印有効）です。

　まだ申請書が届いていない場合は、お早めに

特別定額給付金センターへご連絡ください。

忘れずに申請を ！

申請書に同封の

グレーの返信用封筒で

返送してください。

（事業者向け・一部）

３密対策リフォーム等補助金

　２月～７月に新型コロナウイルス感染症の影

響を緩和・克服するために「３密対策リフォー

ム」等に取り組み、経費が３万円以上かかった事

業者が対象です（消耗品費の加算は２万円まで）。

補助金額 ３分の２補助対象経費の

（上限２０万円。１，０００円未満は切り捨て）

雇用調整助成金申請支援金

　雇用調整助成金（特例措置）に係る緊急対応

期間（４月１日～９月３０日）に、雇用調整（休

業）を実施し、管轄する労働局長の支給決定を

受けている事業者が対象です。

申請方法など詳しくは、ウェブページをご確認ください。

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝休日は除く）

 ０５２(６８８)１５８７

一宮市特別定額給付金センター
（一宮市委託先）

　  １０３４８９７ から「問い合わせＷ

ＥＢサービス」にアクセスし、申請

書内に記載された「お問い合わせ

番号」を入力すると、確認できます。

 ＩＤ 

１０３５３０５ ＩＤ 

１０３５３３８ ＩＤ 

５万円支援金額

新型コロナウイルスに関する


